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・東京都障害児学校教職員組合で活動

日本 共産党は︑志位和夫 委員

日
︵ 金︶午後７時から 流山

18

長 の全 国遊説 の一環 として︑５

月

市 文化 会館で演説会 を開 催し

ます︒

歴史的岐路に立つ日本の政治︑

変 革者・
日 本共産党の真価 を︑

志 位和 夫委員 長がお話 します︒

国 民が主人 公の希望 ある日 本

にどんな展 望が開 けてくるのか

│︒

お誘い合わせのうえ︑流山での

みつる

志 位 委 員長 の話を ︑是 非お聞

きください︒

・日本共産党千葉7区くらし相談室長

また︑千 葉７区 の候 補者 に決

7144-1753

学校および高校で2012年3月まで事務

定 した︑かりの満千 葉７区 くら

A5判24ペー ジ

◆お 申し 込み は： 徳増 きよ 子事 務所 へ

・都立荒川高校定時制卒業
・民間会社勤務を経て、東京都障害児

し相談室長もお話します︒

◆100円 パン フ

・1949年9月28日東京都荒川区生まれ

当日は︑南柏駅前 などから直

てとても大きいと実 感しました。（男性 29歳）

満

かりの

通 バスを 準備中 です︒詳しくは︑

志 位和 夫

の役割 は、 巨大 メディ アが思 想支 配している日 本にお い

みつる

別途お知らせします︒

日本の 巨大メディア
を考える

執筆
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弁士・ 千葉７区くらし相談室長

名都借福祉 会館前の通路のみ
となっています︒
小中学校 への通学時と﹁み
らい保育園 ﹂への通園時が重
なる朝の時 間帯は︑片側のみ
の歩道では 危険な状態になっ
ています︒
そのため ︑毎朝︑子どもの
見守りをされている方からも︑
日本共産党流山市議会議員
横
｢ 断歩 道を 渡 る子 ども と︑
徳増きよ子
保育園に通 う親子が集中し︑
見通しも悪 く危険︑保育園側
東小学校前市道︑
に も歩 道が ほし い と
｣ い う訴
保育所・福祉会館側
えが寄せられています︒
にも歩道を
東小学校 前には︑﹁木の図
書館﹂がオープンしましたが︑
東小学校前の市 道は︑片側 歩道ぎりぎ りのフェンスや︑
には歩道がありま すが︑新し 歩道が狭く なっている箇所が
く開園した﹁みら い保育園﹂ あり﹁改善 してほしい﹂との
や︑﹁名都借福祉 会館﹂側に 訴えも寄せられています︒
は歩道がありませ ん︒これま
流山市に現地調査を要求し︑
では名都借公立保 育所への出 早急に﹁み らい保育園﹂側へ
入り口は２か所あ りましたが︑ の歩道の設 置と︑危険な歩道
みらい保育園への 出入り口は︑ の改善をするよう求めます︒
東小学校前の道から入って︑

新婦人が流山市と懇談

14

︵写真左＝講演す る志位和夫
委員長＝ 日︑鴨川市︶

めて行うので ︑申し込み順と
子どもを
はならない︒ 除染は国の基準
放射能汚染から
に従ってする ︒学校等公用地
まもるために
は始めている ︒校庭の数値の
高いところは ︑表面をはがし
新婦人流山支部は ４月 日 て校庭の一部 に埋め込む︒校
流山市放射能対策 室と懇談し 舎は高圧洗滌する︒
ました︒
国からの予算 を含め 億円
新婦人では︑去年 の 月か の予算のうち ︑民有地は６５
ら今年の３月末ま で︑市内の ０万円である ︒民有地には大
小学校と通学路周 辺や︑子ど 型機器は使用 せず︑雨どい︑
もの多く集まる公 園周辺で放 落ちるところ ︑下草が対象で
射能測定をし︑地 図に測定場 屋根はしない︒
所と測定値を記入 して︑市に
子どもの健康診断はしない︒
提出し︑即刻︑除 染するよう
相談は申し 込みで保健セン
要望しました︒
ターが窓口で ある︒給食の食
懇談では︑中学 校３年生ま 品は検査して いる等々︑短時
での子どものいる 家庭で︑除 間の懇談は︑ 質問要望が残さ
染申し込みが１１ ９７件あり︑ れています︒
︵松ヶ丘 谷川光江︶
効率を考え︑地域ごとにまと
17

鴨川市で
志位さ ん︑ はた のさ ん
を囲むつどい

14

11

総選挙勝利 志位さん ︑は
たのさんを囲む日本共産 党後
援会南関東ブ
ロック連絡会のつどいが ︑４
月 日︑ 日︑千葉県 鴨川市
で開かれ︑神奈川︑山梨 ︑千
葉の３県から８５０人が 参加
し︑２議席獲得を誓いました︒
日本共産党の志位和夫 委員
長が講演し︑﹁二大政党 づく
り﹂が破綻するもとで︑ 経済
と外交の二つの角度から ︑日
本改革のビジョンを明ら かに
し︑次期総選挙での新た な躍
進をつくる展望を示しました︒
14
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がひらけることを例をあ げて
明らかにしました︒
﹁大阪維新の会﹂の動 きに
ついては︑﹁二大政党づくり﹂
の破綻がもたらす反動的 な流
れと位置づけ︑﹁思想調 査﹂
など民主主義を窒息させ る恐
怖と独裁の政治を行う危 険性
を解明しました︒
最後に︑志位さんは﹁ どの
分野でも問題解決の展望 を語
る総選挙にしていきましょう﹂
と力強く訴えると︑大き な拍
手がわきました︒

無料生活相談は
日曜日（午後1〜３時）

経済の 分野では﹁消費税に
頼らない 別の道があるとし︑
日本共産 党の﹃提言﹄の活用
を強調︒ ﹁応能負担﹂の原則
にたった 税制改革など反動的
逆流に立 ち向かう党の躍進を
訴えました︒
外交の 分野では︑米軍普天
間基地問 題や環太平洋連携協
定︵ＴＰ Ｐ︶をめぐって﹁こ
んなアメ リカいいなりでいい
のか﹂と 国民の声が広がって
いること をしめし︑﹁根本に
ある日米 安保条約の是非を国
民的に問 う時期にきている﹂
と提起しました︒
その上 で︑日米安保条約を
なくせば ︑①米軍基地の重圧
から日本 国民が一気に解放さ
れる②日 本が戦争の震源地か
ら憲法９ 条を生かした平和の
発信地に なる③日本の経済主
権を確立 するたしかな保障が
つくれる │という三つの展望

リストラ・失業、生活苦・生活保護、
年金、所得税・住民税・国保料、介護
サラ金・ローンのこと、行政への要望など
困ったら……お電話をお待ちしています。
緊急の方は、
いつでも携帯へご連絡ください。

